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はつかいち市民図書館では、１年に１度、特別整理期間を設けています。
特別整理期間中は図書館を休館し、所蔵資料の総点検を行います。本棚の全資料のバーコードを
読み取って、コンピューターのデータと照らし合わせ、行方不明になっていたり間違ったところに
置かれていたりしていないかをチェックします。
休館中はご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。

※2 月 19 日は月曜日のため休館しています。

《さくらぴあ展示》

今月の
展示

『“お笑い”あります』
２月１８日（日）に「朝日上方落語 廿日市南
光亭」が、２７日（火）に「綾小路きみまろ笑
撃ライブ」が、はつかいち文化ホールさくらぴ
あで開催されます。この公演にちなんで、上方

《中央展示》
小学生と友達になった本たち

落語や綾小路きみまろさんの資料を集めて展示
しています。

《企画展示》

笑う門には福来る。たくさん笑って福を呼び込

もっと知りたい！
みましょう。

西郷隆盛

はつかいち市民図書館は毎年、
「ブックトークの会ピ

１月７日（日）より NHK 大河ドラマ「西郷ど

ッピ」と協力し、市内の小学校４～６年生を対象に、

ん！」の放送が始まりました。明治維新の立役

ボランティア派遣事業をしています。

者・西郷隆盛を中心に、関係のある人物や鹿児

今年度、ブックトークで紹介した本を中心に集めて
展示しています。

島に関する資料を集めて展示しています。
※観光かごしま大キャンペーン推進協議会発行の「西郷どん」
キャンペーン用特典付きフリーマガジンも配布しています。

昨年 10 月から、はつかいち・大野・さいき図書館で受け入れした文庫版の時代小説を紹介する「時代
小説瓦版」を発行しています。
毎月 15 日前後に、はつかいち・大野・さいき図書館で配布していますので、ぜひ手に取ってみてくだ
さいね！

【第４号】
はつかいち市民図書館の

ホームページの

「おすすめ本のリスト」→
「はつかいち市民図書館の
おすすめ本」
のページから過去の号を見る
こともできますよ！

新しく入った本（一般書）
図書館には１カ月に約５００冊の新刊が入ります。その一部を紹介します。
『きっとあの人は眠っているんだよ』穂村弘／著 河出書房新社 019.9/ﾎ
『言い訳してる場合か!』坂東眞理子／著 法研 159.6/ﾊ
『図説イスラム教の歴史』菊地達也／編著 河出書房新社 167.2/ｷ
『女系図でみる驚きの日本史』大塚ひかり／著 新潮社 S 210.0/ｵ
『西郷隆盛』川道麟太郎／著 筑摩書房 S 289.1/ｻ
『新移民時代』西日本新聞社／編 明石書店 334.4/ｼ
『雪崩教本』雪氷災害調査チーム／編 雪崩事故防止研究会／編 山と溪谷社 451.6/ﾅ
『かぎ針で編む和柄のざぶとん』アップルミンツ 朝日新聞出版(発売) 594.3/ｶ
『メキシコ料理 Tepito レシピブック』滝沢久美／著 パルコエンタテインメント事業部 596.2/ﾀ
『室内飼いワンちゃんお悩み解消法』佐藤えり奈／著 秀和システム 645.6/ｻ
『伝統こけしの本』萩原健太郎／著 スペースシャワーネットワーク 759.9/ﾊ
『世界の英語ができるまで』唐澤一友／著 亜紀書房 830.2/ｶ
『名作なんか、こわくない』柚木麻子／著 PHP 研究所 902.3/ﾕ
『カズオ・イシグロ読本』別冊宝島編集部／編 宝島社 930.2/ｲ
『天翔ける』葉室麟／著 KADOKAWA F/ﾊ

新刊

こ ど も の ほ ん

『ふたりのスケーター』

『ぼくたち負け組クラブ』

ノエル・ストレトフィールド/著 中村妙子/訳 教文
館 933/ｽ
10 歳のハリエットは病後の体力回復のため、フィ
ギュアスケートを始めることに。するとリンクにはひ
ときわ輝く女の子、ララがいました。同い年の 2 人は
すぐに意気投合し、フィギュアスケートの練習だけで
なく、勉強や習い事も一緒にするようになります。け
れども、世界的なスケートのチャンピオンだった亡き
父と同じ道を歩むことを期待されたララは、次第にプ
レッシャーを感じ、上達していくハリエットに嫉妬さ
えするようになります。
小さな青果店の娘ハリエットとお嬢様のララ。対照
的な 2 人は、やがて自分の気持ちに正直になり、将来
の夢をしっかりと持つようになります。
2 人を見守りそっと手を差しのべる大人たちの姿も
ほほえましく、心があたたかくなるお話です。

アンドリュー・クレメンツ/著 田中奈津子/訳 講談
社 933/ｸ
アレックは本を読むのが大好きな６年生の男の子。
両親の仕事の関係で毎日３時間、学校の放課後プログ
ラムに行くことになります。
誰にも邪魔されずに本を読んで過ごしたいと考えた
アレックは、ニーナを誘って読書クラブ「負け組クラ
ブ」を作ります。ところがわざと変な名前にしたにも
かかわらずクラブにはしだいに読書好きな子たちが入
ってくるようになり…。
同じ本が好きとわかって盛り上がったり、知らなか
った本に出合ったり、苦手意識のあった同級生と本を
通して心が通じあったりするうちに、アレックは 1 人
で楽しむ読書とは違った喜びを感じ始めます。
物語には実在する本がたくさん登場し、巻末には本
のリストが載っています。

ブックトークとは テーマに沿って一定の時間内に
数冊の本を複数の聞き手に紹介する読書案内の１つ
です。

はつかいち市民図書館には、ブックトークの勉強グループ「ブックトークの会ピッピ」
（通称：ピッピの
会）があります。平成 21 年度の「子どもと本の講座」をきっかけに 22 年度に発足しました。メンバーは
現在 9 人です。当館は、ピッピの会と協力し 23 年度からは市内の小学校で、ボランティア派遣事業を実
施しています。これまでは４～６年生が対象でしたが、今年度は３年生以上に広げました。
10 月

津田小学校３年生に実施

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
１、
『にっぽんのおにぎり 写真絵本おにぎり風土記』
白央篤司/著 理論社 383/ﾊ

２、『はじまりはイカめし！』
山末やすえ/作 西川おさむ/絵 秋書房 913/ﾔ

３、『火よう日のごちそうはひきがえる』ラッセル・エリックソン/作
佐藤凉子/訳 ローレンス・ディ・フィオリ/画 評論社 933/ｴ
紹介者：浮田理恵さん、梅地佳代子さん

４、『きせつの行事りょうり キッズレシピ』小学館 596/ｷ
５、『へろりのだいふく』たかどのほうこ/作 たかべせいいち/絵 佼成出版社 913/ﾀ
６、『ゆかいなホーマーくん』ロバート・マックロスキー/文・絵 石井桃子/訳 岩波書店 933/ﾏ
７、ストーリーテリング「ひな鳥とねこ」
＝ ブックトークの会ピッピの勉強会 ＝
『こども世界の民話 下』より
■日 時：１か月半～２か月に１度
内田莉莎子/[ほか]著 実業之日本社 908/ｺ
土曜日の午後１時 30 分～
■場 所：はつかいち市民図書館
■内 容：ブックトークのプログラムについて
の意見交換、読書会等
ブックトークに興味のある方、
■問
合：電話（0829）20-0333
ぜひ、見学にお越しください！
※次は 2/3 と 3/3 に読書会を予定しています。

はありませんか？
市内の図書館３館のいずれかが所蔵資料

ご自宅や職場、学校、自家用車内等に
返し忘れている図書館の資料がありまし

の点検をしている期間は、点検中の館の資

たら、ご返却をお願いします。

料を予約されても通常の準備日数でご用意
できないことがあります。

特別整理期間中は所蔵資料の総点検を
行います。

予約資料を受け取りにお越しの際は、ホ

ームページからログインするか、電話でそ

貸出を通さずに図書館の外へ持ち出さ
れた資料は、コンピューターのデータと
一致せずに「不明資料」となってしまい

の資料が受け取り館で確保されているか、
ご確認ください。

ます。
「不明資料」では誰も利用することが

また、特別整理期間中はブックポストに

できません。
また、返却期限を過ぎてもご返却いた
だけない場合も同様です。

資料を返却いただいても資料をすぐに返却
処理できず、しばらく貸出状態のままにな
っていることがあります。

図書館の本はみんなのものです。

最寄りの図書館が休館中で、他の図書館

誰もが気持ちよく使える図書館となる
よう、みなさまのご理解とご協力をお願
いいたします。

へ行かれる際は、ご返却いただく資料も一
緒にその館へお持ちください。
※はつかいち市民図書館で借りた資料を大野図書館

またはさいき図書館でもご返却いただけます。
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◎ちいさいこのためのおはなし会
【対象】乳幼児
【時間】1 回目 1０時３０分～
2 回目 11 時～
※整理券をお渡ししています。
相談カウンターにお申し付けください。

☆おはなし会
【対象】幼児～小学校低学年
【時間】１１時～

２８
※場所はいずれも図書館会議室です。

